
例     会 

■ 開会点鐘

■ ロータリーソング「奉仕の理想」

会 長 挨 拶 

会長 舟元 英一 様 

皆様こんにちは。北陸及び東北地方を除いて全てが梅雨入りして

います。石川県は予想では、今月の１１日ごろでしたが、未だ梅雨入り宣言出ていませんよネェ・・・。

梅雨といえば、イメージ的には洪水と紫陽花ですかね。洪水は好みませんが、雨に濡れた紫陽花

は何となく爽やかで華やかさがあります。紫陽花には、赤色のものと、青色のものとがありますが、

これは、ご存知のように、品種による違いではなく、土壌の酸性度によって色が変化すると言われ

ています。つまり、「酸性ならば青ないし紫色系、アルカリ性ならば赤ないしピンク色系」に変化す

るわけです。従って、色を変えたい時は、酸性土であるならば石灰等で中和し、アルカリ土である

ならば、ピートモス等の培養土で中和すれば変化するそうです。ホームセンタ

赤系の培養土として販売されているそうなので、一度試してみてはいかがでしょうか。

ところで、今年の梅雨は、雨が少なく農作物の育ちが殊のほか悪いようであります。梅雨時の長

雨は「五月雨」５月の雨と書いて五月雨、旧暦の５月に降る長雨のことですから実は、正にこの時

期であります。昔の人は、長雨のうっとうしさを「さみだれ」という美しい響きで表現することで、

少しでも心が曇らないようにしていたのではないでしょうか。

心を曇らせれば、行動も鈍ります。一日をマイナス感情で過ごすか、プラス感情で過ごすか物事

の成否に大きな差異が出てきはしないでしょうか。

心を晴れやかにして、梅雨の季節を受け入れたいと思っています。

本日は、当クラブの定款、細則に関するクラブフォーラムが行われることとなっています。協力

の程よろしくお願い致します。 

幹 事 報 告

幹事 織部 秀一 様  

・本日の理事・役員会は 18 時より金沢国際ホテル

度理事・役員会、19 時より新旧合同理事役員会となります。対象

者はご出席をお願いいたします。

・本日、健康賞をお配りいたしました。金沢国際ホテル様のドレッ

シングセットです。ニコニコボックスへのご協力をお願いします。

・来週 6 月 21 日の例会は会長・幹事の１年間の感想です。また、

宮森恒成（みやもりこうせい）様の入会式がございます。
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います。石川県は予想では、今月の１１日ごろでしたが、未だ梅雨入り宣言出ていませんよネェ・・・。
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ています。つまり、「酸性ならば青ないし紫色系、アルカリ性ならば赤ないしピンク色系」に変化す

るわけです。従って、色を変えたい時は、酸性土であるならば石灰等で中和し、アルカリ土である

ならば、ピートモス等の培養土で中和すれば変化するそうです。ホームセンタ

赤系の培養土として販売されているそうなので、一度試してみてはいかがでしょうか。

ところで、今年の梅雨は、雨が少なく農作物の育ちが殊のほか悪いようであります。梅雨時の長
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期であります。昔の人は、長雨のうっとうしさを「さみだれ」という美しい響きで表現することで、

少しでも心が曇らないようにしていたのではないでしょうか。

心を曇らせれば、行動も鈍ります。一日をマイナス感情で過ごすか、プラス感情で過ごすか物事

成否に大きな差異が出てきはしないでしょうか。

心を晴れやかにして、梅雨の季節を受け入れたいと思っています。

本日は、当クラブの定款、細則に関するクラブフォーラムが行われることとなっています。協力

時より金沢国際ホテル 8F 加能にて次年

時より新旧合同理事役員会となります。対象

者はご出席をお願いいたします。

本日、健康賞をお配りいたしました。金沢国際ホテル様のドレッ

シングセットです。ニコニコボックスへのご協力をお願いします。

日の例会は会長・幹事の１年間の感想です。また、

宮森恒成（みやもりこうせい）様の入会式がございます。
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います。石川県は予想では、今月の１１日ごろでしたが、未だ梅雨入り宣言出ていませんよネェ・・・。
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委員会報告 

■ ゴルフ同好会 矢原憲雄様 

6/28（水）最終例会の前に親睦

組み分けは参加者が決定しましたらご連絡いたします。

■ 広報委員会 北潟克輔様 

6/20（火）第 3回新会員研修が割烹みや川で開催されます。

■ 野々市市社会福祉協議会評議員

6/12（月）に開催された野々市市社会福祉協議会評議委員会

に出席してきました。野々市 RC

いるのか勉強になりました。

クラブフォーラム 

司会 織部 秀一 幹事 

議長 舟元 英一 会長 

28 名の会員が出席し、定足数を満たすことを確認。

会長エレクト 石澤 康 様

本日の例会でクラブフォーラムを開催していただき、舟元会長にお礼

申し上げます。並びにご出席いただいた会員の皆様にも感謝申し上げ

ます。 
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最終例会の前に親睦ゴルフコンペが開催されます。

組み分けは参加者が決定しましたらご連絡いたします。

回新会員研修が割烹みや川で開催されます。

野々市市社会福祉協議会評議員 吉田康志様 

月）に開催された野々市市社会福祉協議会評議委員会

RC の会費がどのように使われて

名の会員が出席し、定足数を満たすことを確認。

本日の例会でクラブフォーラムを開催していただき、舟元会長にお礼

申し上げます。並びにご出席いただいた会員の皆様にも感謝申し上げ

年 6月 14 日（水）

ホテル」 



【定款変更について】 

2016 年地区規定審議会にて富山のパストガバナー高柳さんが出席

変わった事の報告を受け、それに伴って

良いのではと思い変更することにいたしました

ましたが、もっと野々市らしい良い

色々な案を今年の 12 月までに日本事務局に提出する事になっておりますので、これも踏まえて見直す事

にしました。 

議長 質問、討議もございませんでしたので、野々市

賛成の方は拍手をお願いします。

賛成多数とみなし、改正定款を可決いたします。

【細則変更について】 

第 1条 定義が今までなかったので掲載いたしました。

第 2条 会長および理事・役員の選挙

第 15条-副会長選出規定（内規）を削除し、第

第 3条 理事・役員会 

現状に合わせ、理事・役員会にしました。

第 4条 理事・役員の任務 

 第 4節を大きく変えました。

第 5条 会合 

 第 2 節-第 1・第 3水曜日を夜間例会としました。

第 6条 会費 

ここが一番のポイントです。会費を第

26 万円とし、初年度会費（入会金）を

質問 1 （織部様）年会費とは別に初年度会費を納入するという事ですか？今現在と変わりないというこ

とですか？ 

回答 はい、その通りです。 

質問 2 （中島様）野々市 RC は理事と役員の

回答 理事は議決権があり、役員は執行する側

て全員が議決権をもっているので少し違います。今までは理事・役員会と言っておりましたが、

理事会でひとくくりにしようと思います。
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富山のパストガバナー高柳さんが出席されたアメリカの会議で

伴って野々市 RCの細則を見直したところ、もっとスッキリさせた方が

ことにいたしました。また、柳生ガバナーの時に色々なクラブの定款を

良い形になるのではと思いました。次の RI 規定審議会が

日本事務局に提出する事になっておりますので、これも踏まえて見直す事

質問、討議もございませんでしたので、野々市 RC改正定款の採決を行いたいと思います。

賛成の方は拍手をお願いします。

～拍手～ 

賛成多数とみなし、改正定款を可決いたします。

定義が今までなかったので掲載いたしました。

会長および理事・役員の選挙

副会長選出規定（内規）を削除し、第 2条に載せました。 

現状に合わせ、理事・役員会にしました。

節を大きく変えました。

水曜日を夜間例会としました。

ここが一番のポイントです。会費を第 1節-年会費と第 2節-初年度会費に分けました。年会費を

万円とし、初年度会費（入会金）を 10 万円としました。 

（織部様）年会費とは別に初年度会費を納入するという事ですか？今現在と変わりないというこ

理事と役員の区別の違いがわからない。 

理事は議決権があり、役員は執行する側(議決権なし)ですが、野々市 RC

て全員が議決権をもっているので少し違います。今までは理事・役員会と言っておりましたが、

理事会でひとくくりにしようと思います。

年 6月 14 日（水）

ホテル」 

されたアメリカの会議で定款が大きく

もっとスッキリさせた方が

柳生ガバナーの時に色々なクラブの定款を拝見し

規定審議会が 2019 年にあり、

日本事務局に提出する事になっておりますので、これも踏まえて見直す事

改正定款の採決を行いたいと思います。

初年度会費に分けました。年会費を

（織部様）年会費とは別に初年度会費を納入するという事ですか？今現在と変わりないというこ

RC の場合は慣例に基づい

て全員が議決権をもっているので少し違います。今までは理事・役員会と言っておりましたが、



議長 時間の関係もあり、この後最終条項までを一括して審議したいと思います。

議長 一括して協議を行った結果、採決を行いたいと思います。賛成の方は拍手をお願いいたします。

議長 今改正定款・細則すべて異議なく採決されたものといたします。ご協力ありがとうございました。

ニコニコボックス

齊藤 邦博 様 

卓上の花：ヒマワリ  花言葉：

卓上の花：石澤様、新保様、齊藤

舟元 残り２回となりました。よろしくお願いします。健

康賞有難うございました。

織田 健康賞ありがとう。

竹澤 一年間ありがとうございました。

松田 舟元会長、残りわずかとなりましたが、がんばって

ください！ 

濱 健康賞ありがとうございました

本田 有難い賞を頂きました。

石澤 舟元会長クラブフォーラム開催していただきありがとうございました。

下原 おかげさまで今年も健康に過ごすことができました。ありがとうございました。

榎本 健康賞ありがとうございました。

山口 阪神タイガース現在２位、巨人現在５位、すばらしいことです！

田嶋 昨日から２１世紀美術館で開催されています日本現代工芸展で最高賞の県知事賞を頂

く事が出来ました。チケットを少しですがありますので、興味のある方は受付でどうぞ。

立石 健康賞ありがとうございます。また、田嶋さん知事賞受賞誠におめでとうございます。

益々のご活躍をお祈りしています。

新保 本年も何となく１年が過ぎようとしております。なるべく健康でありますように！

吉田康志 健康賞ありがとうございます。

吉田哲郎 健康賞頂きありがとうございます。

北潟 健康賞ありがとうございます。

西村 健康が第一 

能村 健康賞ありがとうございます。心身からの健康美を！

中島、瀬村、中村俊昭、清水、矢原、松井、齊藤、千田

本日の収入額 73,500 円 累計

４つのテストの唱和

山口 武 様
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時間の関係もあり、この後最終条項までを一括して審議したいと思います。

一括して協議を行った結果、採決を行いたいと思います。賛成の方は拍手をお願いいたします。

～拍手～ 

今改正定款・細則すべて異議なく採決されたものといたします。ご協力ありがとうございました。

崇拝 

齊藤様 

残り２回となりました。よろしくお願いします。健

康賞有難うございました。

一年間ありがとうございました。

舟元会長、残りわずかとなりましたが、がんばって

健康賞ありがとうございました！ 

有難い賞を頂きました。

舟元会長クラブフォーラム開催していただきありがとうございました。

おかげさまで今年も健康に過ごすことができました。ありがとうございました。

健康賞ありがとうございました。

阪神タイガース現在２位、巨人現在５位、すばらしいことです！

昨日から２１世紀美術館で開催されています日本現代工芸展で最高賞の県知事賞を頂

。チケットを少しですがありますので、興味のある方は受付でどうぞ。

健康賞ありがとうございます。また、田嶋さん知事賞受賞誠におめでとうございます。

益々のご活躍をお祈りしています。

本年も何となく１年が過ぎようとしております。なるべく健康でありますように！

健康賞ありがとうございます。

健康賞頂きありがとうございます。

健康賞ありがとうございます。

健康賞ありがとうございます。心身からの健康美を！

中島、瀬村、中村俊昭、清水、矢原、松井、齊藤、千田

1,036,350 円   

写真：西村

年 6月 14 日（水）

ホテル」 

時間の関係もあり、この後最終条項までを一括して審議したいと思います。

一括して協議を行った結果、採決を行いたいと思います。賛成の方は拍手をお願いいたします。

今改正定款・細則すべて異議なく採決されたものといたします。ご協力ありがとうございました。

舟元会長クラブフォーラム開催していただきありがとうございました。

おかげさまで今年も健康に過ごすことができました。ありがとうございました。

昨日から２１世紀美術館で開催されています日本現代工芸展で最高賞の県知事賞を頂

。チケットを少しですがありますので、興味のある方は受付でどうぞ。

健康賞ありがとうございます。また、田嶋さん知事賞受賞誠におめでとうございます。

本年も何となく１年が過ぎようとしております。なるべく健康でありますように！

西村、記録：田嶋 


